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■震災後初の賀詞交歓会盛大に開催

1 月 18 日、宇都宮市内のホテル東日本宇都宮において、芳工連会員の 34 企
業 59 名が参加、来賓は、芳賀町豊田町長、芳賀町議会岩村議長様はじめ 6 名の皆様にご来
賓を賜りましたので総勢 65 名で開催致しました。
中山総務企画部会長の司会進行で、開会の辞を吉原芳工連副会長、挨拶を河合芳工連会長、
祝辞は豊田町長、岩村議会議長、乾杯の御発声は大林芳賀町商工会会長が行いました。乾杯
ののち懇談に入り、新年のあいさつのために席を廻って、平成 24 年の門出を祝いました。
中締めは、宮崎芳工連副会長が、芳賀町と芳工連一体の締めを行いました。

●河合芳工連会長挨拶概要
昨年は、未曾有の大震災により多くの企業様
が被災されましたが、町の素早い支援と各企業
の的確な対応で、素早い復旧や復興が出来ました。本年も、
賀詞交換会が開催できることの喜びの挨拶となりました。
また、昨年の芳工連の活動を振り返りました。
○総務企画部会は、保育支援委員会が定着化してきたこと。
○環境整備部会は、年 4 回の団地内清掃活動と、春と秋のプラ
挨拶する河合会長
ンターへの花植えを実施しているお陰で、工業団地が何時
もきれいに保たれていること。
○安全衛生部会は、芳賀町工業団地従業員の健康診断結果の有所見者率が減少し、全国平
均と同じレベルになり、工業団地で働く皆様が健康になったこと。
○交通防犯部会は、芳賀町のご協力で街路灯を設置し、工業団地が大変明るくなったこと。
芳賀町並びに各部会活動のお陰で、
「安全・安心の工業団地になりました。」今年こそ、芳
工連にとって「素晴らしい飛躍の年」に成ります様に祈願して、新年の挨拶とされました。

●来賓者のご祝辞概要
◎芳賀町豊田町長は、昨年の芳工連との意
見交換会には 14 項目の相談が寄せられました。各企
業や工業団地で困ったことが有りましたら、町に申し
出て下さい。課題は、町と一緒になって対応して行き
ます。芳賀町は、企業が活動し易い様にします。
◎岩村議会議長は、国は半分が借金ですが、芳賀町の財
政も厳しい状況です。従って、税金が無駄に使われな
い様にチェック機能を最大限発揮していきます。
◎芳賀町商工会大林会長は、益々のご繁栄を祈り、乾杯
の御発声をいただきました。

祝辞を述べる豊田町長
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●懇談から中締め
乾杯ののち、祝宴が始まりましたが、各自席を離れて
思い思い人に新年の挨拶や、名刺を取り交わしておりま
した。また、本年は、震災後初めての賀詞交歓会でした
ので、賀詞交歓会が開催出来る喜びや、震災の体験談に
も花が咲きました。お酒を酌み交わし、人の寄るところ
に大きな輪が広がります。お陰様で、賀詞交歓会で新た
な取引が始まった方もいるそうで、人の繋がりを楽しみ
に参加している方もい
賑やかな懇談風景
ます。
宴たけなわでしたが、時間になりましたので、宮崎
芳工連副会長が、芳工連と芳賀町の「絆」についてお
話をされ、河合会長、豊田町長を檀上に呼び、会員企
業と芳賀町のご繁栄を祈願して、工業団地と行政が一
体で 3 本締めを行いました。今年「来福」間違いなし。
町と芳工連一体の三本締め

■栃木県工業団地管理連絡協議会開催
1 月 12 日、宇都宮市内において、第 3 回幹事会が
開催され、団管連会員全員と県からは産業労働観光部から 2
名が参加しました。
議題は、下記の 4 項目を審議しました。
議題①栃木県知事との意見交換会は、平成 24 年 02 月 09
日に開催する。出席者は、各協議会から会長を含
め 3 名が参加する。知事との意見交換の場では、
各工業団地の状況を 3 分程度説明するとこで意見
挨拶する富永事務局長
がまとまりました。
議題②栃木県産業労働観光部長との意見交換会は、全ての工業団地で完了しました。反省
点は、宇都宮から遠方の工業団地は、意見交換の時間が短いので、今後は意見交換
が充分出来る様に計画する。また、前年の意見交換時、検討結果となった項目のそ
の後の経過報告についても、今後の検討課題としました。
議題③平成 23 年度事業実績関係は、異議なく承認された。
議題④県の調査協力依頼は、
「東日本大震災後における工場等修復時の地震対策に関するア
ンケート」については、各企業の判断で回答をして頂くことになりました。

■普通救命講習会開催
1 月 24 日（火）本年度の第 5 回目の普通救命講習
会を管理センター大会議室で開催致しました。
今回の参加者は、10 企業 19 名が参加致しました。
参加者の中には、会社の手違いで受講予定外の方も参
加しておりましたが、真岡消防芳賀分署の講師のご厚
意で受講する事が出来ました。講師の皆様に感謝。
一通りの講習終了後の質疑応答では、寒い所で倒れ
た場合や喉に物を詰まらせた場合の対応について質問
AED の説明を熱心に聞く
が出され、講師から、適切な処置を応えて頂きました。
受講者の皆様は、緊急対応が必要な場面に遭遇したら、講習会の内容を思い出して、対
処して下さい。講師の皆様、いつも有難う御座います。
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■芳賀町賀詞交歓会開催
芳賀町主催の賀詞交歓会が 1 月 10 日、芳賀町農業
者トレーニングセンターにおいて開催されました。豊田征夫町
長ら各界の代表者 120 名が参加しましたが、芳工連からは、
10 名が参加して、新春の門出を祝いました。
坪川副町長の開会宣言のあと、主催者を代表して豊田町長が
ご挨拶をしました。
町長は、あいさつの中で平成 24
年度に取り組む三つの重点施策を
紹介しました。
豊田町長のご挨拶
その施策は、①学校教育の充実。
②子育て支援の充実。③防災・消防機能の向上に取り組むこと。
また、職員には、「町民の役に立つ場所」が「役場」であるこ
とを認識して仕事をするように指示していること。
河合会長の乾杯の発声
今年も芳賀町役場は、町民から「本当に望まれるサービス」の
実現に取り組むと、誓っておりました。
乾杯の発声は、芳工連会長の河合浩二が行いたしました。河
合会長からは、先の震災で、被災企業復旧のために芳賀町が素
早い対応をして頂いたお礼と、芳賀町と参加者の益々のご繁栄
とご多幸をお祈りして乾杯と致しました。
乾杯の後、懇談となりましたが、当初のテーブルから思い思
いのテーブルに移動して、新年の挨拶や今年の抱負を述べて、
参加した芳工連会員
賀詞交歓会が盛大に執り行われました。

■街路灯設置情報
今期は、右図の通り工
業団地に街路灯を全部
13
18
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16
で 19 個設置しました。
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今回設置の街灯は、消
15
14
費電力の少ない LED 仕様
11
としました。今までより
６
４
10
も小型ですが、明るさは、
新型の街路灯
光の波長の関係か、今ま
9
でより明るく感じます。
8
尚、設置した右の図の、番号 1～4 の 4
７
個を芳賀町に寄付しました。
寄付した街路灯代金は、環境衛生部会の
了解をいただき、「資源ごみ回収事業資金」
19
１
２
３
５
から支払わせて頂きました。
寄付手続きは、1 月 6 日芳賀町に寄付申請
書を提出、1 月 11 日寄付受入書を芳賀町から受領し、手続きも全て終了ました。従って、電
気代や管理は、全て芳賀町に対応して頂きます。
今期は、工業団地の南西方面を主体に設置しました。この場所は、事業所から外部の駐車
場までの間に暗い場所があり、特に雨天時は、足元の確認が出来難いために、設置しました。
皆様のお陰で工業団地が、また、明るくなりました。工業団地には、まだ暗い場所もあり
ますので、来年度も、設置活動を実施します。
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●交通安全のぼり旗撤去
交通安全活動は、精神
的にも忙しい年末に実
施いたしましたが、交
通安全ののぼり旗は、
部会員が揃う、1 月 6
旗と垂れ幕の撤去
日に撤去と整備を行いました。
年末年始休暇中の大きな交通事故の報告は届
いていませんので、ひと安心です。
また、栃木県の交通事故の死者数（率）は、
一昨年は、ワーストワンでしたが、昨年は、5
位にランクを下げました。
死者数低減には、芳工連の活動も寄与してい
るものと思われます。今年は、更に低減してト
ップテン以下に成るように頑張りましょう。

●芳賀町商工会第 4 回理事会開催
1 月 17 日芳賀町商工会館にて、商工会の理事
会が開催されました。芳工連からは商工会理事
である事務局長が出席致しました。
議題は、10 月～12 月の実績と 1 月～2 月の計
画が報告されました。特に、11 月 4 日のとちぎ
元気グルメ選手権において「HAGA 焼きそば」が
総合 7 位、焼きそば部門では 1 位になった。
また、ことのほか売れて最後の追い上げの時
間帯には、売り切れで食べられなかった人も大
勢いたので、売り切れがなかったら、得票が伸
びて、更に上位を狙うことが出来たと思われる
ことなどが報告されました。
「HAGA 焼きそば」栃木の定番になるといいね。

● 管理センターの工事が完了
昨年の 11 月から管
理センターの屋根の
塗装塗り替え工事を
実施してきましたが、
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たので、塗装の塗り替えを実施しました。
管理センターの屋根は、急勾配ですが、作業
者の安全意識も高く、事故もなく終了すること
が出来ました。
また、時計台の下付近が大地震で一部陥没全
体的に沈下しましたので、砂を入れ平らに修理
しましたので、歩き易くなりました。
●編集後記
平成 23 年度ももうじき終了しますが、今年度
当初計画したものは、全て実行する見通しとな
っています。また、途中計画になかったものも、
必要性のあるものは実施しました。例えば、一
時停止標識の設置要望を陳情し実現など。
会員企業は、近年の厳しい経済状況にさらさ
れていますが、その様な環境下の皆様から、と

ても、
「メリットを感じる芳工連」であり、更に、
この度、終了しました。
綺麗になった屋根
「今後も期待」と感じて頂ければありがたい。
管理センターは、平
各種通達も転送等をしていますが、通達の記
成 6 年に建設されましたので、既に 17 年が経過
載内容は、当方責任が無い事をご理解下さい。
し、屋根にさび汁の筋が見られる様になりまし
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